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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【8 月12日（月）～8月18日（日）放送内容予定】

※都合により番組内容や放送時間が変更になる場合が　
あります。電子番組表でご確認ください。

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆わくわく体操　
8月のテーマ
「転倒予防」
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◆行ってみっぺ！
　もおか
「焼肉アリラン園」
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◆いちごショートケーキ
「第 6回 ふれあいの森伊勢崎あじさい祭り」
「カブトムシと遊ぼう＆流しそうめん大会」
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◆コットンタイム
 「久下田祇園祭」
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◆JUMP UP もおか
トピックニュース
ようこそ市長室へ
「灯ろう流し、木綿踊りの開催について」
もおかインフォ
「マイナンバーカード新手続き」
「消費生活センター」

児童扶養手当児童扶養手当のの現況届提出現況届提出
ひとり親家庭医療費受給資格者証更新ひとり親家庭医療費受給資格者証更新
【とき】8月 20日（火）、21日（水）
　各日午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者、ひとり親家庭
医療費受給資格者　

※一部支給停止適用除外事由届が6月に送付され
た方は、現況届受付時に提出してください。

未婚未婚のの児童扶養手当受給者児童扶養手当受給者にに
対対するする臨時・特別給付金臨時・特別給付金

　児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり
親の方に対し、臨時・特別の措置として、給付
金を支給します。
【支給対象者】次のすべての要件を満たす方
①令和元年 11月分の児童扶養手当の支給を受け
る父または母

②基準日（令和元年 10月 31 日）において、こ
れまでに婚姻をしたことがない方

③基準日において、事実婚をしていない方、ま
たは事実婚の相手方の生死が明らかでない方

【支給額】17,500 円（令和 2年 1月支給予定）
【申請期間】令和元年 12月 2日（月）まで
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305真岡市荒町
　1201生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070 
　Eメール： gakusyuu@city.moka.lg.jp

市外在住の方は申し込みが必要です
【とき】令和 2年 1月 12日（日）
【ところ】市民“いちご”ホール
【対象】本市出身（旧二宮町含む）の、
令和元年 9月 30 日までに転出手続
きをした方で、真岡市成人式に参加希望の方
　（平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）
【申し込み】11月 29日（金）までに、氏名、生
年月日、案内状の送付先住所、郵便番号、世
帯主、電話番号、出身中学校を下記へご連絡
ください。（Eメール申し込み可）
※ 10 月 1 日現在で、真岡市に住民登録してい
る方には、11月上旬頃に案内状を送付します。
案内状が届かない場合は下記へ連絡ください。

真岡市成人式真岡市成人式参加者へ参加者へ

特定計量器定期検査特定計量器定期検査のの実施実施
事業所などの取引、証明に使用しているはかりは、

定期検査を受けなければ、使用できなくなりますの
で、下記日程で受検ください。
と きと き 対 象 地 区対 象 地 区 検 査 会 場検 査 会 場

9/3（火）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町以外）
総合福祉
保健センター

9/4（水）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町）
9/5（木）山前・大内・中村地区
9/6（金）上記で受けられなかった方

9/9（月）二宮地区 久下田駅前
どんとこい広場

※実施期間中は、対象地区以外でも受検できます。
【検査時間】午前 10時～正午、午後 1時～３時
【持ち物】はかり、「特定計量器定期検査について」
　の用紙・申請書、手数料
※以前、定期検査を実施した事業所には、用紙と
申請書を送付します。それ以外の事業所は、商
工観光課へ連絡の上、市ホームページより申請
書をダウンロードし、必要事項を記入して当日
お持ちください。

【問い合わせ】　　　
　商工観光課商業係 ☎ 83-8643 FAX83-0199
　栃木県計量検定所 ☎ 028-667-9425

8月15日（木）は戦没者を8月15日（木）は戦没者を
追悼し平和を祈念する日です追悼し平和を祈念する日です
先の大戦で犠牲となったすべての方々を追悼
し、平和を祈念するため、正午に 1分間の黙と
うを捧げましょう。
（サイレンが鳴ります、メロディは鳴りません）
【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

マイナンバーカード　　　
郵便受郵便受けけ取取りりできます　　　
　市民課窓口でマイナンバーカードを取得する
際に、必要書類を提出いただいた方には、本人
の住民登録のある住所に、カードを郵送する制
度を新たに導入します。これにより、一度の来
庁で手続きが完結することになります。
※申請前に必ず下記まで問い合わせください。
　なお、従来通り、申請と交付で二度来庁して
いただくことも可能です。
【問い合わせ】市民課窓口係 
　☎ 83-8117 FAX83-8514

　
すすすすすすす　　　す

夏休みはキューロク館へ行こう！夏休みはキューロク館へ行こう！
親子工作教室親子工作教室
親子 SL 工作教室親子 SL 工作教室

　C11形の木工の部品を組み立てて作ります。
【とき】8月 10日（土）午前 10時（2時間程度）
【参加費】1組 1,500 円

親子 SL うちわ作り教室親子 SL うちわ作り教室
　うちわにSLの写真や、似顔絵などを描いて貼
り付けます。
【とき】8月 17日、24日（各土曜日）
　午前 10時（1時間 30分程度）
【参加費】1人 500 円

共通事 項共通事項
【ところ】SLキューロク館
【定員】各先着 20組
【申し込み】下記にて電話で受付（火曜日休）
【問い合わせ】SLキューロク館☎83-9600（FAX兼）

真岡市政策審議会委員真岡市政策審議会委員をを募集募集
　市に関する振興施策について調査審議を行う
「真岡市政策審議会」の委員を公募します。
【公募委員数】3人程度
【会議開催日】10月2日（水）午後1時30分から
　《内容》第 12次市勢発展長期計画について
【応募条件】まちづくりに関心のある、市内在住・
勤務の 20歳以上の方で、会議に出席できる方

【応募方法】任意の用紙に、必要事項（応募の動機、
まちづくりに対する考え（400字程度）、住所、
氏名、年齢、性別、職業、電話番号）を記入し、
持参または郵送・FAX・Eメールで提出

【報酬】日額 8,500 円
【締切日】8月 30日（金）午後 5時必着
※提出書類は返却しません。
※会議および議事録は原則として公開されます。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
総合政策課総合政策係☎83-8102 FAX83-5896
E メール sougouseisaku@city.moka.lg.jp食生活改善推進員養成講座食生活改善推進員養成講座

～健康づくり講座～～健康づくり講座～
　料理を覚えたい方、仲間づくりをしたい方、健康
づくりについて学んでみたい方、ぜひ参加ください。
とき ところ 内容
9/12 市公民館（会議室）健康21プランと健康づくりなど
9/26 市民いちごホール ロコモ予防の講演会
10/2 総合運動公園 プロから学ぶ！歩き塾
10/16 市公民館（調理室）バランス食の調理実習
10/30 市公民館（調理室）シニア料理の調理実習
11/7 市公民館（調理室）おいしく食べる減塩のコツ、調理実習
11/27 市公民館（会議室）食と健康の講話

【対象】全日程に参加でき、食生活改善
　推進員会に入会できる方 先着 24人
【参加費】1,800 円（調理実習代）
【申し込み】下記窓口にて電話で受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

善
人

真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係
　☎ 83-8694 FAX83-6240

　6月の定期募集で申し込みのなかった部屋に
ついて、随時募集を行います。
【受付期間】8月 13日（火）～ 22日（木）
（土曜・日曜を除く午前8時30分～午後5時15分）
住宅名 間取り戸数 その他

東郷市営住宅 3LDK 2戸 －
さくら市営住宅 3DK 1戸 －
三ノ宮市営住宅 3DK 1戸 －
三ノ宮市営住宅 1LDK 1戸 優先部屋（障がい者向き）
◆優先部屋（障がい者向き）は、手すり等がつい
た造りのため、身体の不自由な方が対象です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】下記にて申込書を配付します。必要
事項を記入のうえ、関係書類をそろえて下記
へ申し込みください。

　※先着順の受付となります。

【問い合わせ】   真岡商工会議所青年部  ☎82-3305

【とき】8月15日（木）午後6時30分～9時
　　 　※雨天の場合は 16日（金）に延期
【ところ】行屋川水辺公園（真岡小学校東側）

真岡商工会議所、市役所商工観光課、真岡商工会議所、市役所商工観光課、
観光物産館で流し灯ろう観光物産館で流し灯ろう

（1 セット 500 円）を発売中です !!（1 セット 500 円）を発売中です !!

第25回第25回真岡の灯ろう流し真岡の灯ろう流し川面を流れる小さなともしびに川面を流れる小さなともしびに平和の祈りをこめて平和の祈りをこめて
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